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観光コンベンションニュース
あおもり秋のイベント情報
青森秋まつり

同時 秋の緑と花の市
フリーマーケット、出店、ステージイベントなど
開催 花・木・球根・種子・園芸用品の販売のほか、
イベント盛りだくさん。みんな大好き！棒パン
緑と花の相談所、花の無料配布もあります。
コーナーや木登り体験会、わくわく展望車コーナー
（8:30 から整理券配布）
もあります。家族そろって遊びに来てね♪
【問合】市公園河川課
【会期】10/13（日）～ 10/14（月・祝）
☎017-761-4558
【時間】9:00 ～ 16:00（14 日は 15:00 まで）
【会場】合浦公園 多目的広場
【問合】パークメンテ青い森グループ ☎017-741-6634

雲谷新そばまつり

浅虫温泉オータムトレッキングｉｎホタル湖

モヤヒルズで収穫した新そばを味わってみませんか？
そば打ち体験会（要事前申込）や、そば粉・そば打ち
道具、そば粉を使ったお菓子の販売も行われます。
【会期】10/5（土）～ 6（日）・12（土）～ 14（月･祝）
【時間】10:00 ～ 16:00【会場】モヤヒルズ
※そば打ち体験会は 10/6（日）・13（日）
①11:00 ～②13:00 ～ の開催
【問合】モヤヒルズ ☎017-764-1110

秋の浅虫で気持ちよく運動しましょう。
トレッキング終了後、豚汁・源泉麦茶・当日入浴券
をプレゼント！（要事前申込）
【会期】10/6（日）①健脚コース 8:00 ～ 8:30 受付
②一般コース 9:00 ～ 9:30 受付
【受付場所】「海の駅」あさむし（旧ヨットハーバー）
【料金】1,000 円※中学生以下無料
【問合】浅虫温泉観光協会 ☎017-752-3250

１０月イベント情報

青森市観光キャラクターねぶたん

あおもりマスコットキャラ秋の体育祭

第９回ねぶた下絵コンクール作品募集中！！

青森市の「ハネトン」をはじめ、県内のマスコットキャ
ラが集まり、秋恒例の大運動会が開催されます。かわ
いいマスコットキャラたちが、障害物競争やイス取り
ゲーム等の競技を繰り広げ、“スポーツの秋”を盛り
上げます。記念撮影＆握手会もありますので、ぜひお
越しください！
◆日時／ 10 月 14 日（月・祝）
見に来てね♪
午前の部 11:30 ～ 12:00
午後の部 13:30 ～ 14:00
◆会場／ワ・ラッセ 西の広場
※雨天時はワ・ラッセ館内で開催

全国の小・中学生の皆さまを対象にオリジナルねぶ
た下絵を大募集！最優秀賞を受賞した作品（小学生・
中学生各部門１点ずつ）は、現役ねぶた師の監修の
もとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。
◆締切／１１月１７日（日）必着
※詳しくは、ワ・ラッセのホームページで！

第８回最優秀賞作品 【小学生部門】 第８回最優秀賞作品 【中学生部門】

やさしいねぶた学 【入場無料】
今夏のねぶた祭に出陣し、現在ワ・ラッセに展示さ
れている「天の岩戸」について、制作者の内山龍星
さんに解説していただきます。ねぶたファン必見！
◆日時／１０月６日（日）13:45 ～ 14:45
◆会場／１Ｆ交流学習室３

昨年の様子

✿第８回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール アンコール展 10/1 ～ 11/17 開催✿
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse

八甲田の紅葉を巡る～「八甲田紅葉バス」今年も運行！
青森市内から、紅葉の城ヶ倉大橋、地獄沼、睡蓮沼を楽しめます。
【運行日】10/12（土）・13（日）・14（月・祝）・ 19（土）・ 20（日）・21（月）・22（火）・23（水）
【ルート】ワ・ラッセ 8:00 出発 → 城ヶ倉大橋 → 地獄沼 → 睡蓮沼 → 田代高原 →
雪中行軍遭難記念像 → 幸畑墓苑 → ワ・ラッセ 15:00 到着予定
【参加料】 大人 2,500 円・小学生以下 1,000 円 ※要事前申込 9/27 ～受付（各日定員 45 名）
【申 込】JTS みちのく㈱ ☎017-752-1705

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

10/1・2

第67回全国地域婦人団体研究大会

10/12・13

第21回日本認知症グループホーム全国大会

10/16～18

日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会 合同研究発表会

10/19

第21回臓器移植推進国民大会

10/20

第28回青森県長寿研究会

会場

参加人数

-

主催・問い合わせ

1,800 リンクステーションホール青森、ホテル青森 青森県地域婦人団体連合会

9:30

1,000 リンクステーションホール青森

-

250 リンクステーションホール青森

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会

(一社)日本太陽エネルギー学会

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県健康福祉部医療薬務課

9:30

- リンクモア平安閣市民ホール

公益社団法人青森県医師会
(公財)青森県暴力追放県民センター

10/24

第28回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会

13:30

- リンクモア平安閣市民ホール

10/26・27

全日本吹奏楽コンクール 第67回全国大会 大学の部、職場・一 26日15:00
27日 9:30
般の部

2,500 リンクステーションホール青森

青森県吹奏楽連盟

10/29

第54回青森県養護教員研究大会

10:10

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県養護教員会

10/31

全国過疎問題シンポジウム2019ｉｎあおもり

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

全国過疎問題シンポジウム実行委員会

11/8～10

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会

11/9

第48回(令和元年度)青森県看護学会

11/9～10

第26回日本精神科看護専門学術集会

11/13

-

900 ホテル青森

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会事務局

9:40

- リンクモア平安閣市民ホール

公益社団法人青森県看護協会

9日10:00
10日9:30

900 リンクステーションホール青森

令和元年度 交通安全青森県民大会

13:00

- リンクステーションホール青森

11/15

第68回青森県社会福祉大会

12:45

- リンクステーションホール青森

社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

11/21

令和元年度 青森県農業委員会大会

12:30

- リンクステーションホール青森

一般社団法人 青森県農業会議

(一社)日本精神科看護協会
青森県 県民生活文化課

イベント情報
開催日

イベント名

10/1～30
アコール階段ギャラリー 「Ｍ．ＫＡＫＩＺＡＫＩ 写実 色えんぴつ画展」
*13日は休館
10/1・2

あおもりICTソリューション2019

10/4～6

秋の軽自動車まつり

10/5

青森市男女共同参画推進月間オープニングイベント 記念講演
「アンコンシャス・バイアスを乗りこえる」

開始時間

会場

9：00～ 働く女性の家アコール
10：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

9：00～ 青森産業会館

主催・問い合わせ
働く女性の家アコール
(一社)青森県情報サービス産業協会
㈱サンライズモータース

青森市男女共同参画プラザＡＶ多
13：00～
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ カダール

10/7

交通安全の集い

13：00～ リンクステーションホール青森

青森交通安全協会

10/12

ピンクリボンイベント～笑顔のために～

17：30～

NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会

10/12～13

新車ディーラー合同 秋の中古車大商談会

10/16

カダール映画の日2019 特別編 国際ガールズ・デー記念「Girl
Rising～私が決める、私の未来～」無料上映会

10/19

カラフルリボンイベント カダールで楽しい１日を！パパも一緒にリトミッ
ク～家族で音楽の時間～

10：00～

10/19～20

Ａｏｍｏｒｉ ＢＭＷ 中古車フェア

10：00～ 青森産業会館

㈱モトーレン青森

10/20

2019 カワイ音楽教室発表会

13：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

カワイ音楽教室 青森事務所

10/21

「おだやかな革命」上映会

18：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

10/22

わんにゃんフェスタin青森

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

9：30～ 青森産業会館

新車ディーラー中古車フェア実行委員会

①10：00～
青森市男女共同参画プラザＡＶ多
②13：30～
機能ホール
③18：00～

青森市男女共同参画プラザ カダール

青森市男女共同参画プラザＡＶ多
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ カダール

9：30～ 青森産業会館

NPO法人グリーンエネルギー青森
㈱ブロニア

10/26

サークル体験「誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座」

13：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10/26～28

日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～ 青森産業会館

㈱タス

10/27

青森県将棋まつり

10：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

青森県将棋まつり実行委員会

10/29

みんなで歌おう うたごえ“おやじ喫茶”秋編

13：30～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ カダール

10/30

暮らしの困りごと何でも相談所

10：30～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

青森県行政監視行政相談センター

10/31

詩吟ってなあに！楽しもう、詩吟とのふれあい

10：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

青森岳風会

11/2～16
アコール階段ギャラリー 「沢田サタさん写真展～PEACE～」
*10日は休館

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/7

青森県立青森商業高等学校吹奏楽部 第21回定期演奏会

18：30～ リンクモア平安閣市民ホール

11/9

サークル体験「親子で楽しもう！版画講座」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/9～10

第10回津軽海峡交流圏 大農林水産祭

10：00～ 青森産業会館

ぜ～んぶあおもり大農林水産祭実行委員会

9：30～ 働く女性の家アコール

11/13・27

主催講座「ステンドグラス講座」

11/14～17

第49回青森県教職員美術展覧会

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

11/17

主催講座「ママ美活＆ジュニアクッキング」

10：00～ 働く女性の家アコール

11/23～24

青森市産りんご大市＆花と野菜の収穫祭

11/24・12/1 サークル体験「男子縫いものクラブ トートバッグを作ってみよう！」

9：00～ 青森産業会館
10：00～ 働く女性の家アコール

青森県立青森商業高等学校

働く女性の家アコール
一般財団法人青森県教育厚生会
働く女性の家アコール
あおもり産品販売促進協議会
働く女性の家アコール

■令和元年 9 月 19 日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。

